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（１）助成事業終了時の目標

オンラインワーカー塾として自走できるようになる

現時点でパソコン販売会社より、コラボ企画でパソコンを販売者の方々
に教えて欲しいという話もある

就労移行支援事業者へのパソコン基礎知識講座をパッケージ化する

パソコン知識掘り起こし、需要があるのはわかっているのでいい形で利
益を生む仕組みを作る



（２）前回の集合研修におけるアドバイザーからの指摘事項

専門のスキルを持った講師が見つかるか？？そこだけが心配ですね

専門講師は無事見つかりました。



（３）第2クール（2021年1月～3月）に取り組んだこと

月 スケジュール 詳細

1月 開校準備
登録者とのコンタクト
カリキュラムの実行準備
（修正）
開校式準備（案内状作成等）
機器準備

開校式１/８に設定。案内状発送（行政や各種機関）機器
の設定と環境整備（内装工事・Wi-Fi環境工事等）HPを25
日にアップ。募集開始
フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、HP配信準備
サテライト校の準備（人吉・天草）

2月 登録者とのコンタクト
カリキュラムの実行
活動の発信
専門コンテテンツ講師の調整

オンライン講義の実施
5回目2/3　6回目2/5　
7回目2/12　8回目2/17
9回目2/19　10回目2/26

3月 登録者とのコンタクト
カリキュラムの実行
活動の発信
専門コンテテンツのスケジュール
調整、配信準備
専門コース実施

13回目講義　3/3　14回目講義　3/5
15回目講義　3/12　16回目講義　3/19



（４）第2クール（2021年4月～6月）に取り組むこと

月 スケジュール 詳細

4月 登録者とのコンタクト
カリキュラムの実行
活動の発信
専門コンテテンツ・講師の調整
専門コースの実施
上級コースのカリキュラム作成

登録者ヒアリングしたのちに登録作業
フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、 HP配信・更新
アーカイブの配信スタート
• Wiｘの専門コース　（全5回）
• プログラミング専門コース　（全 2回）
• データベース専門コース  （全2回）

5月 登録者とのコンタクト
カリキュラムの実行
活動の発信
専門コンテテンツ・講師の調整
専門コースの実施
上級コースの実施

登録者ヒアリングしたのちに登録作業
フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、 HP配信・更新アーカイブの
配信
専門コンテテンツの配信
• デザイン専門コース　（全 2回）

6月 登録者とのコンタクト
カリキュラムの実行
活動の発信
専門コンテテンツ・講師の調整
専門コースの実施
上級コースの実施

登録者ヒアリングしたのちに登録作業
フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、 HP配信・更新
アーカイブの配信
専門コンテテンツの配信
・キントーン専門コース（全 5回）



【登録人数と就職決定人数】

４月２０日現在
登録人数・・・40人
就職決定人数・・・10人



男性 女性 合計

20代 7 3 10

30代 5 6 11

40代 5 6 11

50代 4 3 7

60代 0 1 1

合計 21 19

【登録者の内訳け・・・登録人数40名　4月末】

【世代】
20代、30代、40代、50代とほぼ同じ数が登録

【男女比】
21人と19人とほぼ同じ数が登録

【登録地域】
県南地域（八代、水俣、人吉、天草）は６５％
熊本市内　３５％

地区 人数

八代 14

天草 9

人吉 2

水俣 1

熊本市 14

合計 ４０



【就職状況】 40人登録・・就職10人（4月末）

性別 年齢 就職先

1男性 30代 熊本市内企業事務

2女性 30代 きらり関連会社

3男性 20代 ドラッグストア

4男性 20代 きらり関連会社

5男性 30代 熊本県庁

6女性 20代 きらり関連会社

7男性 40代 きらり（サポステ）

8男性 20代 八代町の施設

9女性 20代 八代企業

10女性 30代 きらり関連企業



【30代男性　Aさん】　
開校式にも参加し、八代でオンラインワーカー塾が開校するのを心待ちにしていた方。
以前HTMLは使えるCSS、Javaスクリプト少し、もっとスキルアップしたい
また、仕事に関してもどのようにオンラインで進め方のアドバイスが欲しい。
受講が進む中で、目指すところは3人でチームを組んでWebサイト系のデザインを行
いたいという目標ができた
コーディングもやっている、HTMLとCSSでやっている。 JavaScriptはまだできない。
（他の2人も思ったような仕事はできていない。デザイナーとして入ったのに、違う仕事
をしている状態）等の相談を2回受ける

その後オンラインワーカー塾はアーカイブで見つつ、熊本市内の企業に就職をするこ
とを決断
Web系の仕事に関しては友達ともこれからどういった形になるかわからないが、
実現させたいと思っている



【20代女性　Bさん】　

アルバイト先でオンラインワーカー塾のことを知る
PCスキルを身に着けたいというのが入塾の動機でした。
実際に、受講してみて、テレワークについての考えがすごく深まりました。知らないこと
ばかりでした！
オンラインワーカー塾での内容はとても実践に役に立つことばかりなので、しっかり学
び身に付けたい

その後4月1日から株式会社きらり.コーポレーションの関連会社に就職をしました。

今では新人ですがお客様との打合せにも参加し、担
当も任されて、業務を行っています。
就職後もオンラインワーカー塾のアーカイブで勉強し
たり、専門コースのExcelを受け、日々勉強を続けて
います。



【30代男性　Cさん】　

2月からの参加
先に参加している友達からとても勉強になると聞いているので楽しみです！と参加申
し込みあり
ヒアリングを行う中で、スキルももともと高いように思われる。

3月から株式会社きらり.コーポレーションにて職場体験を行う

広く膨大な量があったので、
自分が抜けているところが
あったのがわかった。知識と
してすごい勉強になった。

公務員になりたいと本人の希望が固まる
県庁の臨時採用の情報を得て本人に伝える
（公務員試験を受ける前に、本当にこの仕事にあっているか？客
観的に見ることも大事では？とアドバイス：自己肯定感が薄く、仕
事が続いていないことを考慮したアドバイス）
4月県庁臨時採用に合格決定
5月から就労予定



～周知活動～



3月1日天草ミツバチラジオ生出演

コロナ禍で必須となった事も有りますが、
これから先は、オンライン、WEB、テレワーク
などなど、知っていてもやることが出来なかっ
たことを出来るようになったのが、オンライン
ワーカー塾です。
これは、わたしたの生活が便利になること
が、仕事が変わることがたくさんがあるようで
す。

パーソナリティ　端田直也記載



3月10日Jcom出演・・・電話での生出演



2021年4月20日現在   登録数　40
名
基礎コース参加状況



専門コース
3月～6月
18回（全20回）
（日程が決定している分）



2021年4月20日現在   登録数　40名
専門コース参加状況

Wix
（ホームページ作成）

全５回
プログラミング
全２回

Excel
データベース
全２回

８人ずつ ６人ずつ １３人（1回目）





【課題】
前回作成したチョコレートのHPをスマホ版を調整してく
ださい。
公開の前の段階まで行ってください。
ページにパスワードをかけてください。
サイトメニュー→ホーム→アクセス許可→パスワード保
持者→online  
パスワードの設定ができたら、公開してもOK

Wixの基礎を
1回目と2回目で学びました。
作り方を知ったので早速課題へ

作成したものを公開にもっていくやり方と注意点
その後アクセスを増やすためのポイントなど



与えられた課題に沿ってそれぞれが作成
なかなかいい作品ができました。

写真の選び方や文字の位置、配列の仕方など
ポイントを学びました。



実際にHPを作成してみての感想

Aさん：テンプレートを使い作成してみたが、携帯での表示で崩れ
ていた。ストリップの中にテキストをいれていくことに気づくまで時
間がかかった。ネットから写真を撮ってくるときに、解像度が荒くな
るので、解像度まで確認が必要だった
Ｂさん:メニューのところを変えることができなかった。商品を変更す
るのが難しかった
Ｃさん：背景と文字の色が難しい
Ｄさん：テキストボックスの色の変更はできますか？
Ｅさん：文字の選択、背景の色



【先生からのアドバイス】
知らない業種業態のHPの作成をする場合、しっかりと調べて作らないといけない
インタビューも必要になる
お客様はどういう人、どんなところがウリなのか？
ビジネスセンスを磨くのに面白いと捉えられるようになるとWixを仕事と考えられると思います
  
プロとしてどうしたらやれるのか？
アクセス解析をしてユーザーが動いているのか？提案、改善ができるか？がプロとして仕事としてやれ
る。なかなか興味がわかないところもあるけれども、個々が一番大事なところ
 そのためには、

1. Googleマイビジネスの登録をしておく
2. SEO
3. Googleに提出をしっかりかいておく
人工知能にとっていいサイトはコツコツ更新して、
ユーザー目線で作成しているサイトが良いサイト
 





スクラッチを使い
それぞれが作成し、改善のポイ
ントや使い方を知る



【プログラミングで必要となること】
仕事を受けるときには、コミュニケーション能力が必要になる
見えないところでの仕事をする・・・その人がどんな人なのか？予想しながらしごとをすることが必要になる
プログラムができるだけではだめ。こんなことじゃなかった？
この人が訴えているところを予想して仕事をする、
目の前にいて日ごろ知っている環境で仕事をするときと、オンラインワーカーでは大きく違う
コミュニケーションができていないとトラブルになる
信用してもらう、仕事を渡したけれども、成果物を納品してくれるのか？
どんなプログラムを作るかの調査が必要、いまの現状を核にして、どんな付加価値をつけるか、高速な処理
が必要か？など修正して成果物を作成する。
コーディング、製造工程に関しては作ってしまえば終わり、作業量としては１０％程度、そこまで至るフロー
チャートでの全体の検討がもっとも必要。
それがしっかり動くのか？プログラムが止まってしまうなど修正にかかわる時間が必要
顧客に仮納品、テストの繰り返し

論理的思考
プログラミング言語に関しての作業はそれほど時間は関わらない
頭の中にできている、フローチャートを見ながらの作業。
それがしっかり動くかの確認。
打合せ、確認、しっかり動くか？
お客様も全部把握されて仕事を依頼してくるわけではない。
　　　　　　　　　　　実際の講師の仕事内容を見せてもらいました。→→





データ分析の基礎的な考え方を学び、

データの抽出に関して実践で学ぶ

課題を与えられ、提出
次回までに添削まで終わり、次回の講義に入る予定







（５）今回の集合研修で相談したいこと

◎新規の若者に関してはSNSの発信について・・・

◎登録者を増やすために、
　・こども食堂との連携について
　・職業訓練校への周知について

◎課金講座の設立

◎オンラインワーカー塾で学ぶことで
どこまで理解できたかのテストの導入が必要



【SNSの発信の強化について】

若者に対して、これまで取り入れていない
Club houseを活用した情報発信も検討してみてはどうか？

無料のコンテンツでとても良いものを扱っているのに、しっかり
と情報を出せていないことは問題である
 
熊本の民間からみるオンラインの状況についての事例発表の
場を作るや、YouTubeライブなどもっとできることがあるので
は？？



【復職を希望するママたちへ】
熊本県・・・子ども食堂に集うママたちに対して
福岡県・・・休眠預金活用
ママドラフト会議　オンラインの働き方
ここのOJTの部分を
どんなフィードバック、試験？　支援モデルを作成
実際にそれを対応してやってみる
その方々がどんな力がついたかを、数字で確認ができる
その方が自信がついたので、
職務経歴書がたくさん書けるようになった。
OJTがその人の価値を作る

佐賀県・・・竹井さんふるさと納税、オンラインの活用法・・・グ
ループ会社の(株)エージェントこころがその事務所の管理をし
ている
佐賀での展開も考えている



【職業訓練校への周知活動について】

弊社も離職者訓練、求職者訓練を行っている中で、カリキュ
ラムを組む際に実用的な部分を入れることが困難であると
いうのがわかってきた
（時間的にも、カリキュラムの内容に関しても）

訓練校を卒業して即戦力になるかというと
Word・Excelが使えるがつかえるだけでは、即戦力とは言
えない
メールの書き方、Zoomの使い方、チャットの使い方など仕
事をするうえで当たり前に使えるようになって欲しい。
そこのサポートをオンラインを用いて行うことができる。
職業訓練生にとっては身につけて卒業していってほしいと
いう願いから生まれた今回の企画です



【課金講座の設立】

現在、専門コースを行っているが、その講師陣に対して専門コース課金講座の設立してもらう
もちろん、コロナ禍で講師業が減っているので、その他の講師にも声をかけ、
入口をもっと増やす動きをする。
金額の設定、対象者についての絞り込みなどまだ定まっていない・・・

現在予定しているのがこちらの講座
1. Wix
2. プログラミング
3. デザイン
4. データーベース
5. キントーン



【オンラインワーカー塾で学ぶことで
どこまで理解できたかのテストの導入が必要】

講義を受ける前と後に同じテストを行う
受ける前はまったくわからなかったことが、講義を受けることで理解でき、
問題が解けるようなることで理解が深まったことが自覚できる

テストをどのような形で行うのがベストなのか？


